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神話・伝説が語る古地形---蹴裂伝説の考察 

１．地形の由来にかかわる言い伝え 

日本各地に伝わる地形に関する神話・伝説が、現在の地形学的解釈と

見事に整合するケースが少なくない。その代表的なものとして「富士

と八ヶ岳の背くらべ」と「阿蘇の開拓神話」がある。 

八ヶ岳と富士の背くらべ 

『むかし日本一の高さを競っていた八ヶ岳の男神と富士山の女神が、背くら

べすることになった。判定を頼まれた阿弥陀如来が二つの山の頂に長い樋を架け

渡し、真中から水を流したところ、水は富士山の方へ流れて勝負がついた。 

そこで怒った女神が八ヶ岳の頭を蹴ったので頂上が割れて、八つの峰になった。』

『樋から滴った水が富士五湖となって残っている』というのはオチとして、 

かつて富士より高くそびえていた八ヶ岳が、爆裂や山体崩壊を繰返して

現在の姿になったことは、現代の地理･地質学で裏付けされている。 

阿蘇の開拓神話  

『かつて阿蘇の中央部分は満々と水を湛えた湖であった。取り巻く山を裂いてこの水

を抜けば広い耕地ができると考えたタケイワタツ神は、外輪山の一番低いところを蹴

った。ところがそこは山が二重になっていて壊れなかった。二度目に蹴った所で山は

割れ、水が流れて湖底は沃野にかわった。』 

『山を蹴った反動で尻餅をついたタケイワタツが｢立テヌ｣とい

ったところが｢立野｣の謂れ』 というのはこじつけとしても 

 阿蘇の山を俯瞰するだけで、外輪山の一角が崩れて立

野火口瀬ができたという地形の変遷は容易に理解できる。

しかし『二度蹴った』 という伝説に相応する古い火口瀬跡

の存在については、最新の航空レーザー計測を用いた地

形測量の成果をもって初めて視認できたことである。 
今も地図上には｢二重峠｣の地名が残されている！ 

人の力をはるかに超える大自然の変遷を、カミの業に 

仕立てあるいは地名の由来になぞらえて子々孫々に語   ＊1：国土地理院 色別標高図に加筆【以下本文に適用】

伝える神話・伝説の、その底に流れる古代人の洞察力と伝達力に今ここであらためて感嘆する。 

２.縄文から弥生へ時代を越えた古地形の語り継ぎ 

八ヶ岳や阿蘇山が形成されたのは2 万年～15 万年の昔。富士山が今の姿になったのは、1 万年前以降（縄文時代）

のイベント（出来事）である。噴火･地震･暴風･洪水等、熾烈な自然環境にある日本列島に移り住んだ祖先たちは、

大自然の猛威を荒ぶる神の業として畏れ、災害を重ねる山裾や川辺に荒御霊(ｱﾗﾐﾀﾏ)を鎮める斎場を設けて祭

祀を行ったであろう。 

縄文･弥生の時代は政治と神が不可分で、呪術者の託宣が強い支

配力を持っていた。文字を持たない当時の人々が遭遇した噴火や

山体崩壊など巨大災害は、神官や語部らにより神話･教訓として

継承された。歴史以前の地理学的イベントは、地名や地形の由来

になぞらえて語られたものが少なくない。大自然の猛威を信仰に

結び付けて伝えられてきた。その語り継ぎのなかには地形の成り

立ちに関する古代の人々の鋭い感覚が息づいているのだ。 

３．.蹴裂伝説の概要 

多大の損害を及ぼす自然災害ではあるが、噴火や地震や洪水は、谷を埋め、急傾斜地を崩して堆積地を造った。

そして人々は生み出された平坦な地に住み、畑を耕した。平地の少ない国土の中で、日本の耕地は、災害によって

もたらされた天の恵みともいえる。 

さて、鉄の使用に支えられて発展した農耕文化は、あるがままの姿の自然地形に、人が積極的に手を加えることを可
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能にした。地域の豪族は、鉄製工具を手に、河道の浚渫、灌漑･排水などの造

作を進め、かつての不毛の湖底や沼沢を豊かな農地へと変転した。 

生産力を背景に支配地域を拡張した彼らは、開拓の功績者を氏神として祀り、

あるいは自らの神格化をはかって権力の維持・拡大に利用した。開拓始祖は豊

穣の願いを叶える和御霊(ﾆｷﾞﾐﾀﾏ)として各地に祀られ、｢蹴裂伝説｣が生まれた。

日本各地における開発神話であり、地形と土地利用の変遷を語る開拓史でも

ある蹴裂伝説は、柳田國男ら明治以降の民俗学者によって広く収録されてきた。

最近の著作では上田篤･田中充子の『蹴裂伝説と国づくり(2011 年 3 月鹿島出

版)』に詳しい。 

４．蹴裂伝説の考察 

日本各地に伝わる蹴裂伝説地を収録して、神話･伝説に語られる古地形と、科学的に裏付けられる地形の成り立ち

との整合性について個別に考察を加えることにした。 

まず、蹴裂伝説の位置および言い伝えの内容を、文献およびインタネットから収録した【別表－1< 省略 >】。 
伝説の存在は不明でも、蹴裂神話があってもよさそうなものと判断できた地形、神社名も収録に加えた。 

つぎに、国土地理院の三次元地図情報をもって、蹴裂地点を特定し地形変化の事象を推量した。 

「蹴裂」地点の特定や、標高、断面などに必要な情報解析には、三次元点群データからなる国土地理院の色別標高図を多用した。

蹴裂地点の地質に関しては、産業技術総合研究所の地質構造から地質年代を判断した。 

蹴裂伝説に関わる史料の年代記述のうち「皇紀」で記載されたものについては、【西暦に換算】して表記している。 
初代（神武）から26代（継体）までの間の天皇の即位年については、定説が定まっていない部分もあるが、ここでは日本書紀による

年紀を基に西暦比定対照表【http://syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301832375-1】の年次を採用した。【掲載省略】 

こうして各地の蹴裂伝説を概括すると、伝承は次の三類型に大別することができるように思われる。 

類型Ⅰ 自然地形の変遷を言い伝えたもの 

噴火や河川開析あるいは地すべりなど、ヒトの営みを超える大規模、あるいは継続的な地形の変化を伝えている。

この場合「蹴裂の実行者」を、神様や神格をもたせた空想上の巨大な動物(鬼・大男・龍・猫・熊）の仕業としている

ものが多い。また、「蹴裂の妨害者」として竜・蛇・鼠･蟹・鯰などがしばしば登場するが、これを『先住民との抗争（縄

文人ｖｓ弥生人）を示すもの』 とする説も無視できない。 

事例：神居古潭(石狩川）/半過の岩鼻(千曲川)/山清路(犀川)/立野(白川)  

類型Ⅱ 現地形の形状から自然変化に加えて、人による積極的な働きかけがあったと理解できるもの 

温暖で水位が高かった縄文から、寒冷化の弥生時代による海退期における田畑の開拓は、干拓が有力な手段で

あった。鉄器を手にした指導者の下で、流路の浚渫・排水など、小規模な「工事」が繰返し行われてきたであろう。

｢蹴裂｣の実施者として祀られている地縁のカミ(命･尊)は、不特定の人物の率いる集団と見られる。 

社祠に伝わる祭神、縁起あるいは神器として伝わる鍬や鍬、小刀などの器具、扁額などの存在も査証となる。 
     事例：逆さ堰（岩木山麓）小国盆地／甲府盆地／亀岡盆地／菊池盆地 

類型Ⅲ 人物や記録にてらして明らかに事業(開発)が行われたと考えられるもの 

現存の地形に明らかな人工的変革の跡、あるいは工作物の残存が確認できるもの 

有史時代と重なる時期の「伝説」の中には、河川の付け替え、運河や開削水路など、史実で裏付けられる開拓遺

跡というべきものがある。ただしその実行者が特定の個人であったかどうかは、不明瞭な部分が残される。 

事例：、瀬戸の切戸（豊岡）／裂田の溝(那賀川町)／難波の堀江（大阪天満） 

５．蹴裂伝説が伝える古地形 各論 

表 1 に収録した蹴裂伝承地について、地形の変遷と伝説の整

合性について個別に考察した結果を述べる。 

(1) 2016 熊本地震で証明された阿蘇の蹴裂神話 【類型Ⅰ】 

冒頭に挙げた阿蘇の蹴裂について現代の視点で考察を加える。

阿蘇神社社伝によれば蹴裂の主タケイワタツは、神武天皇世代

のカミとされるが、阿蘇カルデラが成立したのは 9 万年前である。以降阿蘇山は大規模な崩壊を重ね、立野火口瀬

が形成された。一時期標高 500ｍまで達した南郷谷の湖水は、約４万年前に消滅した。北側の阿蘇谷の湖底が乾

日本の自然災害 
噴火・地震・津波・土砂/風水) 
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いたのは約 9 千年前とされる。【阿蘇火山と立野渓谷の生い立ちより】 

2016 年の熊本地震で落橋した阿蘇大橋は、数鹿流の滝付近傍で生じた外

輪山山腹斜面の大崩壊に伴うものであった。立野付近には、今回地震の震

源なった日奈久･布田川断層帯につながる北向山断層＊2 の存在が判明して

いる。9 万年以上の昔から現在に至るまで絶え間なく自然崩壊が続いてい

ることが今回の地震被害でも証明された。＊2 中央構造線の延長上にある? 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0967pdf/ks096707.pdf 

阿蘇の『蹴裂』 は大自然の摂理による外輪山の崩壊が主体であって、ヒトの具

体的な関与は認められない。ただ、旧湖底周辺(標高 500m 前後)には多数の古墳が存在しており、古くからの

人の営みの痕跡が残されている。 

なお、タケイワタツに関する阿蘇の蹴裂には、『湖に棲んでいた大鯰が阿蘇湖の流路を妨げ、退治された』 と付記す

る伝承もあって、これを神代の時代の人々の抗争(征服?併合?)を示すものとする説もある。 

（２） 千曲川流域に伝わる唐猫伝説 【類型Ⅰ】と佐久開拓史 【類型Ⅱ】 

千曲川流域にも雄大なスケールの伝説がある。上田市の下流、坂城の

手前に急峻な崖壁が迫っている。この付近が唐猫伝説の地である。 

『昔、今の佐久から小県にかけてが大きな湖だった頃、今の鼠宿に巨大な鼠

が現れ、田畑を荒らして人々を苦しめた。困った村人は、唐の国から大きな

｢唐猫｣を連れてきて鼠と対決させた。鼠は岩を登って逃げたが猫に追いつ

かれ、岩を噛み破って逃げようとした。すると、そこから一気に湖水が流れ出

して、鼠も猫も飲み込んだ。この時、出来た流れが千曲川で、食いちぎられた断崖が現在の｢半過の岩鼻｣と｢塩尻の岩

鼻｣である。結局、唐猫は篠ノ井の塩崎にたどり着いて死んたが、鼠は上がらなかった。岩鼻の北の地を｢鼠宿｣と云い、

塩崎のと呼ぶ地は猫が流れついた場所が｢唐猫｣だと云う。人々は、この地に「唐猫神社」を造って猫を祀り、鼠は｢鼠大

明神｣として｢岩鼻｣に祀られている。』 http://nekonokamisama.blog3.fc2.com/?mode=m&no=46 

千曲川は完新世(1.8 万年以降)の河川開析により形成され

た。岩鼻の地点での河床の標高はほぼ 410m で、浸食崖頂

部との比高は 300ｍ以上になる。試みに標高 600ｍを基準

に青色で表すと右図のように、塩田平まで(上田から別所

温泉にかけて)水没区域になる。さらに 700m の水準で見

ると、佐久平までも水面下にあった可能性がある。 

唐猫伝説は蹴裂の実行を神を超える架空の動物の所業に

仕立てたが、対立した猫と鼠がともに神として祀られてい

るのは、この地の開発が対立する民族の融和のもとに進め

られたことの暗示とも考えられる。実際に、松本－諏訪－

茅野にかけての地域には出土品や信仰などにおいて、日本

古来の縄文文化の色合いが深く残されている。 

佐久平の開発 佐久の地名は「裂く」からきているという説があるが、佐久の開拓神である新開三社神社の祭神、興

波岐命は、別名を新開(ﾆｲｻｸﾉ)神また八県宿禰神といい、諏訪大社の系列神である。社伝によれば、神社創

設は嘉承 2 年(849)であるが、古墳時代から祀られていたとされる。一方、八県宿禰は貞観 10 年(868) 叙位

の記録が国史に認められ、実在の人物をモチーフにした可能性が高い。仁和 3 年 (887)の南海地震と同日に

発生した地震で八ヶ岳の山腹が崩壊し、多数の堰止湖が発生したという史実からしても、当時からこの地の

有力者として佐久高原の氾濫原や湖沼の干拓に活躍していた一統であろう。 

[類型Ⅰ] に当たる唐猫伝説にたいして、佐久地方については、自然地形の変化に加えて開拓(蹴裂)を実行し

続けた集団が確かに存在したことであろう。 

（３） 大国主命が亀岡の山を裂いた保津峡  【類型Ⅰ･Ⅱ】 

『昔、丹波の国(現亀岡盆地)は大蛇の棲む浪の逆巻く丹色の湖であった。湖からの流出口が隘路となり、村人達は度々

の洪水に苦しめられていたが、出雲からやってきた大己貴(ｵｵﾅﾑﾁ)命（別名大国主命）が、保津請田の岩を切り開き、湖

水の水を保津峡に流して亀岡の里を拓いた。』 【類似の諸説から編集】 

半過の岩鼻(左)と塩尻の岩鼻(奥) 
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古亀岡湖 約 7 万～1. 8 万年前とされる最終間氷期

には亀岡盆地は大きな湖水をなしていた。その水位は

一時 300ｍの標高まで湛水し、時代により北もしくは西

方向に流出路をもっており、盆地周辺は、浸食と堆積

が進行していた。 

参考：現在、亀岡盆地を囲む分水嶺の標高は 

由良川水系へ(胡麻分水嶺)G.L.=194ｍ、猪名川水系へ 

165ｍ、小畑川水系へ 230ｍとなっている。 

縄文期に由良川へ流下していた湖の水が、胡麻付近

で桂川に争奪された結果、亀岡湖の水は保津峡谷より

桂川に流下するようになり、水面は次第に低下した。 

現在、保津峡流出口の標高は約 80ｍであるが、保津

峡谷の隆起する地殻変動によって亀岡盆地の排水は

妨げられ、標高 100m 以下の低地は縄文時代もまだ

湖底にあったことが、遺構の分布や、蹴裂伝説を持

つ諸神社の配置によって裏付けられる。 【☞図】 

和銅２年（709）に創祀された鍬山神社の社名は、開拓に使われた鍬の山が社

名の由縁とされ、祭礼には船形の山車｢樫舟｣が町内を巡行していたとされる。 

亀岡には、出雲神社や鍬山神社など大国主命を祀る神社と、桑田神社や請田

神社など大山咋(ｵｵﾔﾏｸｲ)を祀る神社が多数存在し、それぞれ似かよった伝承

を残している。               【http://www.kuwayama-jinjya.jp/yuisyo.html】 

大山咋は、亀岡に一拠点を置いた渡来人、秦氏の祖神であり、また、大国

主命は出雲から進展した豪族で、いずれとも鉄器を用いた高度な土木技術

や農業技術をもって、開拓を進めた功労者である。 

このように縄文期以降の蹴裂伝説は【類型Ⅱ】に区分できるが、さらに時代を溯り『丹色の海』への言及には、

古代人の自然の地系変化(河川開析)の深い読みが遺されている。 

（４） 瀬戸の切戸は渡来人アメノヒコボが切り開いた土木工事だった？【類型Ⅱ∔Ⅲ】 

日本海にそそぐ円山川河口(豊岡市)に開かれた水路「瀬戸の切戸」には、周辺の

多くの神社に開拓伝説が遺されている。 

その 1 齋(ｲﾂｷ)神社【養父市；天平 12 年(７３０)創祀】の由緒書 

『神代の昔、円山川の河口は塞がれ下流は泥海であったため、但馬五社(絹巻神

社・出石神社・小田井神社・養父神社・粟鹿神社)の神々が相談し、彦狭知(ﾋｺｻｼﾘ)

命の力を借りて河口の瀬戸を開鑿 して水を海に流し美田を造成した。』 

その 2 出石(ｲｽﾞｼ)神社の由緒書き(略記) 

『豊岡市出石町にある出石神社(祭神：天日槍)の再興の勧進状(1524 年)には、瀬

戸の開削について次のように伝えられている。『崇神天皇 250-世に新羅からやって

きた天日槍(ｱﾒﾉﾋｺﾎﾞ)が瀬戸の巌 を切り、津居浦の泥水を干して田となした。その

時使った鑿は鉄鈷(ｶﾅﾄｺ)山から採取した砂鉄を製錬したものであ る。』 

その 3 西刀(ｾﾄ)神社【延喜式神社の調査 二説あり】 

http://engishiki.org/tajima/bun/taj400519-01.html 

①『仁徳天皇の御代【383-】)円山川流域は黄沼前海と呼ばれ、沼地のような一大入江であった。この時、海部直命(ｱﾏﾉ

ｱﾀｲﾉﾐｺﾄ：絹巻神社の祭神)は、御子・西刀宿弥(ｾﾄﾉｽｸﾈ)に命じて瀬戸の水門を浚渫し、河水を海に流し、円山川の流

域は蒼生安住の地になった』 社頭掲示板より(略記)  

➁『雄略天皇の御代【464-】この瀬戸の水門は塞がり、水が堰きとめられて泥の海となり人の住む場所もなく住民が困窮

した。そこで当時城崎郡司であった海部直命（ｱﾏﾉｱﾀｲ=絹巻神社祭神)の御子西刀宿弥はこの瀬戸の水門を浚渫し開

発に大きな業績を立てられた。瀬戸浚渫に用いられた鍬を相殿に納めて奉斎している。』 由緒書より略記 

補記：絹巻神社の由緒書きでは、西刀宿禰が浚渫を行ったのは履中天皇世【435‐441】とされている 

様々に伝えられる各説の蹴裂の実行者や時代を総合すれば次のようであろうか。 

伝説と関係する主な神社 
みちくさトリピア亀岡――蹴裂伝
説 

亀岡市周辺広域図 

豊崎市付近円山川流域 
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崇神天皇の時代【3 世紀半ば頃】新羅から渡来したアメノヒコボもしくはその一統が円山川の河口に水路を開いて、内

水の排除し田を拓いた。その後、仁徳天皇【383-】もしくは雄略天皇【464-】の時代に、海部氏の一族である西刀宿

禰が、閉塞した水路を浚渫するなどの大功を成し、カミに祀られた。 

瀬戸の切戸は人工的工作物である 

今なおも現地に存在している「瀬戸の切戸」は、写真で見る限り水門を備え、

近代に造成された運河のように見える。しかし、上記の諸伝承記録と、現在

の地形判読を併せ考察すると、水路は 3～4 世紀頃の実在人物(あるいは集

団)によって遂行された土木事業であったと見做すことができる。 

以下にその事由を国土地理院の地形図からの判読結果として示す。 

① 豊崎市を中心とした円山川流域は河口が閉塞すると内陸部は湛水し

やすい地形である 

② 漂砂の堆積による砂嘴の発達と河口閉塞は日本海海岸の特徴である【天橋立/中ノ海の事例】 

③ 瀬戸の切戸が開鑿されたことにより排砂能力が増し、湾口の閉塞が解消した可能性が高い 

④ 水路が開鑿された後も引き続きい

て流路の切拡げ、浚渫などメンテ

ナンスが必要とされた 

⑤ 切戸の部分は、円山川に向かう

谷地形であるが、西海岸側は尾

根が閉ざされていた 

⑥ さらに詳細地形図を見ると、水門

の左右両岸狭窄部に人為的な切

り崩しで生じたと思われる人工的

法面が判読できる 

瀬戸の切戸を蹴裂いた人物 

「瀬戸の切戸」は人工的工作物であったことを検証した。では、実際に「蹴裂」を実行したのは誰か？ 

斎神社の彦狭知命は、天岩戸の神話に登場する天照大神、伊勢系の神にまつわる大和系神話の色が濃い。 

西刀神社に祀られる西刀宿禰は、早くて 4 世紀に水路の浚渫等維持管理に力をなした功労者ではなかろうか。 

アメノヒコボは、崇神天皇もしくは垂仁天皇の世(いずれ三世紀中葉の頃)に新羅から

渡来した『新羅の王子』 として日本書紀、古事記に記録が記されている。 

播磨国を経て淡路に仮寓し、日本への上陸を許されたアメノヒコボは、与えられた播

磨・淡路二国を断って、宇治、山科を旅したのち近江国に逗留し、最終的に但

馬国の出石に定住したとある。具体的な記録を各地に遺しているから、実在の人物

(もしくは集団)であろう。独古山産出の鏨、西刀神社奉納の鍬などの傍証も含めると、

鉄を携えて朝鮮半島から渡来した技術集団が、日本の各地に鉄の産地を求めて遍

歴したとする説に合理性がある。興味深いことにアメノヒコボは、近江国余呉に残る

蹴裂伝説【後述】の『鉛錬比古神社』の祭神として祀られている。 

鉄製器具のとともに、日本に新たな文化(稲作・文字･信仰など)をもたらした彼(ら)は、高度の航海技術に支えられ

て日本にやってきたと考えられる。出石神社には、ヒコボが日本上陸を求めて献上したという小刀など 8 種の神器を

伝えてられているが、古事記が伝える神器のうち４種を占める『領巾(比礼)』とは、海上の波風を鎮める呪祀用品で

あって、遠洋航海に欠かせない呪祭用であったとの説を付記しておく 

（５） 神功皇后が拓いた裂田の溝(うなで) 【類型Ⅲ】 

福岡市内を流れる郡珂川の中流に裂田の溝(ｻｸﾀﾉｳﾅﾃﾞ)と呼ばれる水路がある。

毎分 45 ㎥ほどの水を灌漑に利用している現存の水路であるが、その名は古く

日本書紀に記載が見られる。  

『神功皇后が那珂川の水を神田に引こうと溝を掘らせたが、迹驚(ﾄﾄﾞﾛｷﾉ)岡に至って

大岩が塞がっていて溝を通すことができない。そこで皇后は武内宿弥を呼ぴつけ、剣と鏡を神前にささげて析ら

せたところ雷が激しく鳴り、その岩を裂いて水が流れるようになった。そこでその溝を裂田溝と称した』【日本書紀】 

古事記 日本書紀(垂仁3年条）

珠2貫 羽太玉

浪振比礼 足高玉

浪切比礼 鵜鹿鹿赤石玉

風振比礼 出石小刀

風切比礼 出石桙

奥津鏡 日鏡

辺津鏡 熊神籬

計8種 計7種

記紀における出石神宝の内訳 

裂田の溝取水口 一ﾉ井堰 

現在も機能している瀬戸の水門 

水門の奥にアメノヒボコが最後に切り
開いた大岩があったとされる 

円山川流域の航空写真 円山川河口付近色標高図 

⛩西刀神社 

瀬戸の切戸詳細地形図 
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水路は、那珂川の一ノ井堰【標高約 35ｍ】より取水し、延長 5.6 ㎞の山裾をめぐり六ヶ集落の田地を灌漑している。 

位置図で見られるように、途中安徳台【日本書記に言う迹驚(とどろきの)岡】の丘陵部を約 500m にわたり開削している。

その入り口の屈曲した部分【下記地図🄱地点】が落雷によって裂けたという大岩の場所である。傍らには神功皇后

【354-】を祀る裂田神社の小さな祠が

建てられている。 

那珂川町教育委員会による発掘調

査で、加工痕のある花崗岩の岩盤

が発見された。

岩石は階段状に

切り割ったような

形だったらしい。 

 

 

裂田の溝（うなで）を拓いた土木技術 

裂田のうなでのロケーションを追ってみると、1/200 程度の急勾配で流下する那珂川の水を取水し安徳台を

開削して、北 5.6 ㎞先の端末までの田畑を灌漑している。その平均勾配は 1/1250 であり、現在の土木の視

点でみれば、頭首工を含む水路の設計および施工能力は高度の技術に支えられていたことがわかる。 

神功皇后を支えた竹内宿禰は鉄器を能く用いる技術集団を率いていた。たたら製鉄工程におけるふいごと

溶けた銑鉄、あるいは鏨を打つ火花が雷神への連想を生んだのかもしれない。だがここで思い起こすのは

大古バビロン王のトンネル掘削工法である。硬い岩を崩すのにトンネル内で火を

焚き、熱された岩盤に水を掛けてひびの入った岩を掘り崩したという。宿禰は岩盤

上に焚火を積み上げ、雷神に祈って激しい雷雨を呼び、岩を裂いたのではなか

ろうか。 

阿蘇火砕流が固結した凝灰岩からなる安徳台地は、花崗岩より柔らかいとはいえ、

鉄鍬を用いても、安易な掘削を受け付けなかったであろう。武内宿禰は神功皇后

を加えれば６代の天皇に仕えた長寿の怪人物でとされる。さすれば、溝の開削工

事は個人ではなく神功皇后を取り巻く集団が世紀を掛けて成した開拓事業であったのかもしれない。 

それにつけても弥生時代の用水路が 1800 年余を経た今なお現存し、活用されているということに感嘆と驚異を禁じ

えない。 

（６） 鉛錬比古神社と余呉の湖を蹴裂いたアメノヒコボ【類型Ⅱ】 

滋賀県余呉町にある『鉛練比古神社』にもアメノヒコボによる蹴裂伝説が存在す

る。 
余呉とはあまり知られていないが、琵琶湖の最北端に隣する賤ケ岳の戦場として町

で京阪神･淡路･吉備･丹後･北陸への交流の要の位置にある。 

「近江伊香郡誌」によれば『天日槍は近江国伊香に留まり、坂口郷の山を切り、余呉

湖の水を排して面積を１／４に縮めて田畑を広げた』 と伝えられる。 

国土地理院地図で照合すると、○

の地点で蹴裂が行われたようで、

余呉湖の水位が標高 132ｍまで低

下したことで、背後に広大な水田

が開発されたことがわかる。 

朝鮮系氏族と日本の鉄器遺跡との重合 

蹴裂地の傍らに祀られる鉛錬比古神社の祭神は大山咋命と天日桙

(槍)命であるが、谷川健一によれば、アメノヒコボは渡来系の金属精

錬集団を象徴するものとされる。『鉛錬比古』はまさに冶金を司る神

そのもの名を伝えている。 

安徳台 

一ﾉ井堰頭首工 

裂田神社 

裂田のうなで位置図 

裂田神社☞ 
 

1800 年前からの灌漑水路 

発掘された花崗岩 

☚大岩を避けた水路 

+ 余呉 

余呉湖 

琵琶湖 

余呉湖 

鉛
錬
比
古
神
社 

⛩
 

琵琶湖 
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さらに興味いのは、右図に示す主要伝承地でたどるアメノヒコボの足跡である。 

播磨国風土記は次のように伝えている。 

新羅から渡来したアメノヒコボは、『播磨の国に上陸し、持参した八つの神宝を(大和の)

天皇に奉献した。天皇は播磨・淡路二国を与えようとしたが、ヒコボはそれを断り、宇治、

山科を旅したのち、一時近江の吾名邑(ｱﾅﾑﾗ)に住んだ。その後、若狭の国から海路但

馬に渡り、出石の「太耳(ﾌﾄﾐﾐ)」の娘と結婚し出石に居を定めた。』  

これを鉄の産出地を求めてとられた遍歴とする説もある。記紀以外にも各地の

神社に数多くの伝承が残されているアメノヒコボや、秦氏など朝鮮由来の神々

(王)は、半島から渡来した移住者集団であり、鉄器とともに農耕技術をもって、

歴史の黎明期の日本文化に大きな影響を与えたのである。【中途完】 

６．まとめ 

"神話・伝説が語る古地形---蹴裂伝説考 その一結語---" 

① 文字の無い時代の神話･伝説が伝える地形の変遷は、現代の科学に合致するものが多く、古代人の洞察力と

伝承力は驚嘆に値する 

② 蹴裂伝説は、ヒトによる大自然への働きかけ(克服)を伝える開拓史そのものである 

③ 鉄器文化とともにもたらされた農耕文化を伝える蹴裂伝説は、開拓(土木)事業の原点を示すものである 

④ 蹴裂伝説を追うと、以下のような日本人と日本文化の歴史が見えてくるようである 

水稲耕作、鉄(青銅)器の伝搬経路（朝鮮半島･大陸文化との関係および国内の伝搬時期） 

縄文から弥生への移行（征服と融和の日本人史） 

古来日本人の神、信仰の原点と変貌 (天皇の歴史)  

補記 

蹴裂伝説の追跡にとって重要な手掛かりとなるのは日本各地の里

郷に祀られる社祠の祭神である。神の系譜は信仰の系統と同時に

信奉した郷士の氏姓の係累を示している。また、社祠に伝わる書由、

神器も重要な手掛かりとなるが、建立時期など文字を持たない時代

表現はほとんどの場合天皇の治世と関連付けて伝承されている。 

本稿において蹴裂時代の考察については天皇の在位年代を基準

とした。 

なお、歴史上定説が定まっていない継体天皇(西暦 534 年)以前の天皇の

在位(即位)年代の記述としては右記表の比定説を根拠に採用した。 

参考に日本と周辺の歴史関連事項をも併記しておく。 

筆者は、神武を含め『欠史 9 代』まではまさに『神話』であると考えを

捨てるものではないが一方、崇神以降の天皇については、中国・

朝鮮における歴史的記録と記紀の伝承との符合等から、その実在

を信じてもよいのではないかとの思いにいたった。 

地形の変遷にまつわる古人の語り伝えの正確さと同様、有史以前

に口述によって語り伝えられた文化・歴史も、検証の上歴史的価値

が認められるものであろう。 

 

蹴裂伝説地点一覧 

末尾に途中経過であるが、これまで調べた日本各地の蹴裂伝説伝

承地点(推量類似地点を含む)の一覧を表示しておく。 

今後さらに「蹴裂」伝承の収集を加えるとともに、菊池の蹴裂、難波

の堀江、亀の瀬地滑りと奈良湖の干拓、石神井川の河川争奪等に

ついては、機会があれば続編として紹介したい。 

 

ｱﾒﾉﾋｺﾎﾞ主要伝承地 

鉛
錬
比
古
神
社 

天皇年記と西暦比定対照表「日本書紀の編年を解く 」 を基に編集

http://syoki-kaimei.blog.so-net.ne.jp/archive/c2301832375-1

1 神武 241 9(1) 魏志倭人伝 239-240･243 

2～9
欠史

八代
0 - -

第2代綏靖～第9代開化までの8人の天皇

紀･記には系譜のみ存在し事績の記載無

10 崇神 250 25 任那 朝貢

11 垂仁 275 33
回賜の絹布を新羅が奪取

新羅の王子ｱﾒﾉﾋｺﾎﾞ来朝

12 景行 308 33

13 成務 341 8

14 仲哀 349 5 熊襲討伐を新羅討伐に変更

(神功) 354 7 新羅侵攻高句麗・百済も服従

15 応神 361 20
百済と親密交流 弓月君(秦氏祖先)王仁氏来朝

新羅より土木技術者　呉より服飾工女

16 仁徳 383 52
【広開土王碑】391倭王･讃  任那朝貢

神功皇后率いる倭軍百済新羅に侵攻

17 履中 435 6
413【晋書倭国伝】倭国東晋・安帝に貢物

421～430【宋書倭国伝】倭王讃　宋に朝貢

18 反正 441 2
438【宋書倭国伝】倭王珍 宋に朝貢

安東代将軍倭国王称号願出

19 充恭 443 18
443～460【宋書倭国伝】倭王済 宋に朝貢

新羅より医者来朝

20 安康 461 3
462～477倭王興（武）即位

471稲荷山古墳「獲加多支歯大王」鉄剣出土

21 雄略 464 23
雄略暴政 百済を支援し高麗(新羅併呑)と交戦

477倭国王武を朝鮮六国王に認定

479【南斉書倭国伝】武を鎮東代将に追認

22 清寧 487 5 502【梁書武帝紀】武を征東大将軍に認定

23 顕宗 492 3 任那に進駐　高麗に与して百済と交戦

24 仁賢 495 11 高麗より工匠献上

25 武烈 506 9

26 継体 515 19

27 安閑 534 2

28 宣化 536 4

29 欽明 540 32

30 敏達 572 13

31 用明 585 2

32 崇峻 587 5

33 推古 592 37

34 舒明 629 13 　　　　　　　　　日本書紀成立720（古事記712）

歴代 天皇
 修正年代(西暦)

即位
在位

期間
日本及び周辺関連事項
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